
開 催 要 項
第一次予選（録音審査／非公開）

	 2018 年   5 月 16 日（水）：音源提出締切

第二次予選（公開）

	 2018 年   9 月  5 日（水）
	 練馬文化センター	小ホール（つつじホール）

本 選（公開）

	 2018 年   9 月  6 日（木）
	 練馬文化センター	小ホール（つつじホール）

主催：日本ファゴット ( バスーン ) 協会
Japan	Bassoon	Society

助成：特定非営利活動法人 イエロー ･ エンジェル                  　　　　認定：公益社団法人企業メセナ協議会
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2018 年   第１回   日本ファゴットコンクール

— 開催趣旨 —

　日本ファゴット ( バスーン ) 協会が主催する事業の一つで、国際的な視野に立ち、有能なファゴット奏者を発掘し、
優秀な人材の育成に繋げ、我が国ファゴット界、ひいては音楽文化を振興する事を目的としています。将来的には、
広く世界にも呼び掛け、国際コンクールへの発展を目指し、国際交流にも大いに貢献したいと考えています。

— ご挨拶 —

　音楽は、国境を越えて人々の心を豊かに結び付ける、世界の共通言語であります。
私達は、ファゴットに携わる者として、一人でも多くの人々に、音楽というこの素晴らしい藝術に接していただき、
共に感動を分かち合う機会を持つ為に日々活動を続けております。
　さて、私共日本ファゴット ( バスーン ) 協会（略称	JBS）は、我が国のファゴットを愛する人々の相互親睦及び研究・
交流を通じて、我が国のファゴット界を振興し音楽文化向上に寄与する事を目的に、1993 年 4月に設立された組織
です。ファゴットの普及、学術情報の共有、機関誌の発行が主な活動で、現在、全国に個人・法人会員を抱え、国際
ダブルリード協会、アジア・ダブルリード協会等各国の関係組織とも交流を深めています。これまでのメインイヴェ
ントは、不定期開催のフェスティヴァルや随時開催のマスタークラスでしたが、この程、かねてからの大きな目標の
一つであった “ コンクール ” を開催する運びとなりました。ファゴットの為に単独で行われる、我が国初のコンクー
ルという位置付けで、歴史に新たな一頁が書き加えられます。JBS としては、『ファゴット奏者のファゴット奏者に
よるファゴット奏者のためのコンクール』を標榜し、開催意義として次の三点を掲げています。

１．若いファゴット奏者に、演奏の機会を提供する。
２．課題曲を提示する事で、若いファゴット奏者のレパートリー拡張に寄与する。
３．将来、我が国音楽界を担うであろう若いファゴット奏者を発掘し、その育成に繋げる。

　ファゴットを愛し、演奏するという共通の目標を持った若者が集い、切磋琢磨できる機会を設ける事は、教育的に
非常に有意義であると同時に、我が国音楽界のより一層の発展に繋がり、結果として音楽文化振興にも大いに貢献で
きるものと自負しております。
　本コンクールは、ファゴットを愛好する皆さんの研究の場にもなるよう、第二次予選・本選を公開としております。
若きファゴット奏者の積極的な参加と関係各位のご支援を衷心よりお願いし、ご挨拶に代えさせていただきます。

日本ファゴット ( バスーン ) 協会
会長　霧生	吉秀
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■開催日程
第一次予選（録音審査／非公開） 審査用音源提出締切：	2018 年 5 月 16 日（水）

第二次予選（公開） 2018 年 9 月 5 日（水）11:00 〜
練馬文化センター	小ホール（つつじホール）

本 選（公開） 2018 年 9 月 6 日（木）13:00 〜
練馬文化センター	小ホール（つつじホール）

■表彰及び賞金
賞金 第一位	５０万円　第二位	２０万円　第三位	１０万円　入選	５万円

第一位入賞者は、本コンクールの翌年に関西にて開催される「ファゴット ( バスーン ) フェ
スティバル」のゲスト演奏枠に推薦される。

■運営委員会
運営委員長

山上	貴司 JBS 副会長 ･東京都立総合芸術高等学校講師

運営委員
多田	逸左久 JBS 事務局長 ･尚美ミュージックカレッジ専門学校非常勤講師

森井	禎久 JBS 事務局次長 ･ウィーンシェーンブルン宮殿劇場管弦楽団首席奏者

■審査委員会
審査委員長

霧生	吉秀 JBS 会長 ･元 NHK交響楽団首席奏者 ･昭和音楽大学客員教授

審査委員（姓を五十音順・敬称略）

岡崎	耕治 JBS 理事長 ･武蔵野音楽大学教授 ･エリザベト音楽大学講師

岡本	正之 JBS 副会長 ･東京都交響楽団首席奏者 ･東京藝術大学音楽学部非常勤講師

河村	幹子 JBS 会員 ･新日本フィルハーモニー交響楽団首席奏者 ･東京藝術大学音楽学部非常勤講師

佐久間	大作※ JBS 理事 ･新日本フィルハーモニー交響楽団奏者

菅原	恵子 JBS 会員 ･NHK交響楽団奏者

中野	陽一朗 JBS 理事 ･京都市交響楽団首席奏者 ･京都市立芸術大学講師

ウルリッヒ・ヘルマン※ シュトゥットガルト歌劇場管弦楽団首席奏者 ･マインツ音楽大学教授

水野	一英 JBS 理事 ･仙台フィルハーモニー管弦楽団首席奏者

※二次予選及び本選のみ審査
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■参加要項
●参加資格 ２０１８年９月６日現在で、満３５歳以下（＝１９８２年９月７日以降出生）で、なおかつ参加申

込み時に、日本ファゴット ( バスーン ) 協会の２０１８年９月６日までの会員権を有する個人会員。
国籍は不問。
※会員権の取得には別途入会金が必要です。詳しくは 10ページを参照してください。

●募集定員 １５０名程度

●参加費 １５，０００円

●受付期間 ２０１８年３月１日（木）〜５月２日（水）
※応募状況に応じて、期日前でも締め切る場合があります。

●申込方法 参加希望者は、オンラインで受付期間内に申込みを完了してください。
詳しくは 5ページ「参加手続きの手順」を参照してください。
※不備がある場合は、受付できませんのでご注意ください。

●参加者の義務 運営委員会より指定された日時並びに場所に集合してください。

●旅費・滞在費 審査会場への往復旅費及び滞在費は、参加者の個人負担とします。

●演奏方法 1.	 演奏方法については、本要項の課題曲の注意事項に遵守するものとします。
2.	 演奏時間については、運営委員会の指示に従って行います。
3.	 第二次予選・本選とも一般公開（有料・協会会員は無料）とします。

●ピアノ伴奏 第一次予選の伴奏者は参加者が用意してください。第二次予選以降の伴奏者も原則として参加者が
同伴してください。
尚、第二次予選以降の伴奏者同伴が困難な方は、運営委員会で公式伴奏者をご用意します。希望さ
れる場合は第一次予選後にお申し出ください。
※公平性を期すため、公式伴奏者の氏名などは第二次予選当日まで公表されません。

●譜めくり 譜めくりは、参加者でご同伴いただいても結構ですし、運営委員会でご用意することもできます。

●審査方法 審査は第一次予選・第二次予選を経て、本選にて入賞を決定します。
次段選出者に欠員があった場合も原則的に次点者の繰り上げは行いません。

●注意事項 1.	 コピー楽譜の使用は、著作権上の問題が生じますので禁止します。
2.	 申込み後の課題曲・選択曲の変更は認められません。
3.	 本コンクールは全て日本語での開催となります。通訳等の対応はしておりませんので、参加者

が必要に応じて用意してください。
4.	 開催期間に自然災害（地震・台風等）が発生した場合、直ちに運営委員会で検討し速やかに対

応します。
5.	 本コンクールに伴う全ての演奏に関して、下記の全ての権利は主催者の日本ファゴット(バスー

ン ) 協会協会に帰属します。また、主催者がこれを利用する事について異議を述べることはで
きません。
１．演奏の録音・録画・撮影をすること。
２．録音・録画をラジオ・テレビ等での放送をすること。
３．録音・録画を日本ファゴット ( バスーン ) 協会ウェブサイトにて掲載・紹介すること。
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■参加手続きの手順

1. 協会入会手続き 日本ファゴット ( バスーン ) 協会へ未入会の場合は、協会ウェブサイトより個人会員
入会手続きを行ってください。また、個人会員としての会員期間が２０１８年９月６
日に達しない場合は会員期間の延長手続きを行ってください。

https://jbs-fg.org/

2. コンクール参加申込み 日本ファゴット(バスーン)協会ウェブサイトへログインの上、受付期間内に次のペー
ジよりコンクール参加申込みを行ってください。
https://jbs-fg.org/competition/1st-2018/entry/

■受付期間：　２０１８年３月１日（木）〜５月２日（水）

■申込みを行うには次の条件を全て満たしている必要があります。
※２０１８年９月６日現在で満３５歳以下
※参加申込み時に、日本ファゴット ( バスーン ) 協会の２０１８年９月６日までの会員権
を有する個人会員

■申込み時に、証明書類をアップロードしてください。
※学生証・パスポート・免許証・健康保険証・住民票等の「お名前および生年月日
が記載されている面」をスキャンの上アップロードしてください。
※有効期限が切れているものは不備とします。

3. 参加可否の通知 申込内容を確認後、参加可否をメールで通知します。
※先着順で申込みを受付し、応募状況に応じて、期日前に締め切る場合があります。
※申込内容に不備がある場合は受付出来ません。不備解消後の再受付になります。

4. 参加費の振込 参加可のメールを受信後、７日以内に参加費１５，０００円を通知内に記載の指定金
融機関口座にお振り込みください。
※お振込手数料は、振込人でご負担ください。
※期日までに参加費の振込がない場合は、参加キャンセルとみなします。
※参加費は、原則として返還しません。但し、災害等不可抗力により、不参加を余
儀なくされた場合は、運営委員会で返還の可否を協議します。

5. 参加費受領のご連絡と
　音源送付先のご案内

参加費振込の確認を以て参加確定としその旨を郵送にてご連絡します。併せて第一
次予選審査用の音源送付先をご案内しますので、2018 年 5 月 16 日（水）までに
お送りください。
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■第一次予選録音審査について

第一次予選は録音による審査を行います。第一次予選課題曲目の演奏を収録し、期日までに所定の宛先に送付して
ください。

【収録について】 ● 2018 年１月１日以降に収録した演奏であること。
●適正なレヴェルで収録されていること。
●如何なる編集・加工もなされていないこと。

【提出様式】 ●音楽 CDで提出すること。
•	 ラベル面に『参加者氏名』と『JBS 会員番号』を明記してください。
•	 作成した音楽 CDは、一般の CDプレーヤーで再生できるかどうかを必ず確認してからご送
付ください。

【提出先】 ●提出先住所は参加費受領のご連絡に際して改めてご案内します。
•	 提出物の返却は行いません。

【提出期限】 ● 2018 年 5 月 16 日（水）必着

【審査について】 ●各審査員には、別途整理番号のみ記載の音源を配布し、ブラインド方式による審査とします。

■第一次予選審査結果の通知

第一次予選の結果は、２０１８年７月初旬	に応募者全員に郵送で通知します。

■第二次予選以降について

第一次予選審査結果の通知に際して、第二次予選出場者には出演番号・集合時刻・演奏時刻並びに演奏箇所（伴奏
のカットも含む）等の詳細をご案内します。また、伴奏者に関する意向調査書などを同封しますので、期日までに提
出してください。
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■課題曲

第一次予選（録音審査／非公開）
F. David :  Concertino für Fagott und Orchester Op.12（出版社指定： Hofmeister）

※前奏および後奏を含む全てを演奏・収録すること

第二次予選（公開審査）
C. Saint-Saëns :  Sonate pour basson Op.168（出版社指定なし）

※暗譜の必要なし
※全楽章を演奏のこと
※第２楽章の終止部は High-E までの上行形とし、下降形のオプションは不可

M. Arnold :  Fantasy for Bassoon Op.86（出版社指定： Faber Music）

※暗譜の必要なし

本選（公開審査）
W.A. Mozart :  Konzert für Fagott und Orchester K191（出版社指定なし）

※暗譜で演奏すること
※全楽章を演奏のこと
※カデンツァを含むこと

M. Bitsch :  Concertino pour basson et piano（出版社指定： Alphonse Leduc）

※暗譜の必要なし
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日本ファゴットコンクール規約

第一章　総則
（名称）

第１条 このコンクールは、『日本ファゴットコンクール』（英名	Japan	Bassoon	Competition	／	略称	JBC）と称する。西
暦年度と通算回数を冠し、３年毎に開催する。

（主催）

第２条 このコンクールは、日本ファゴット(バスーン)協会が主催する。コンクール運営委員会は、日本ファゴット(バスー
ン ) 協会事務局に置かれる。

2 本コンクール開催並びに参加者の演奏等に関する全ての権利は、日本ファゴット ( バスーン ) 協会に帰属する。

（内容・目的）

第３条 このコンクールは、ファゴットに特化し、国際的な視野に立ち、若い人材を発掘、育成する事でこの分野を振興し、
我が国の音楽文化向上に貢献することを目的とする。

（運営委員会・審査委員会）

第４条 運営委員会は、組織・運営・予算等を諮り、責任ある開催運営を行う。

２ 本コンクール開催にあたり、円滑な運営を図れる運営委員を、日本ファゴット ( バスーン ) 協会会員より選出する。

３ 運営委員長は、日本ファゴット ( バスーン ) 協会副会長が務める。

４ 審査委員会は、日本ファゴット ( バスーン ) 協会会長・理事長・副会長によって構成され、会長が委員長を務める。

５ 審査員は、審査委員会が、斯界の趨勢を鑑みながら、厳正かつ公平な判断に基づき、日本ファゴット ( バスーン )
協会会員より選出する。ただし、非会員（外国人審査員等）の選出もこれを妨げない。

６ 課題曲の選考等については、審査委員会に一任する。

第二章　参加及び出場

（参加資格）

第５条 このコンクールの参加資格は、国籍は問わず、満３５歳以下の日本ファゴット ( バスーン ) 協会個人会員とする。

（申込方法）

第６条 このコンクールの参加者は、ウェブサイトのオンライン申込書に必要事項を記入し、生年月日を証明できる書類
を添付して、期日までに申込手続きを行う。

（参加の承認）

第７条 前条で規程した書類到着後、運営委員会より定員内外の通知を行う。定員内の通知を受けた参加希望者は通知到
着後、７日以内に参加費１５，０００円を振込む。その入金確認を以て、参加承認とする。申込み後、参加を取り
消す場合があっても、払い込まれた参加料は、原則として返還しない。

（演奏日時の通知）

第８条 第二次予選以降の演奏日時は、第一次予選審査終了後、参加者に通知する。

（参加者の義務）

第９条 参加者は、運営委員会より指定された日時並びに所定の場所に集合しなければならない。また事情により棄権す
る場合は、事前にその旨連絡を要する。

2 本コンクールにおいて、外国語の通訳の用意は行わない。なお、通訳を必要とする場合は、参加者自らで用意し、
必ず第 12条の演奏規程を遵守する。

（旅費及び滞在費）

第 10条 参加地への往復旅費及び滞在費は参加者の個人負担とする。
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（演奏順序）
第 11条 演奏の順序は、運営委員会で決定する。

（演奏規程）

第 12条 演奏に関する全ての手段は、審査委員会の指示により行う。審査委員会で指定された演奏箇所を必ず演奏する。
その際、演奏規程に違反した場合は失格とする。

２ 演奏に当たっては、伴奏者も同様に注意事項並びに演奏前の確認を要する。

（演奏曲目）

第 13条 演奏曲目に関しては、審査委員会が決定する。

（審査）

第 14条 演奏の審査は、運営委員会と審査委員会が協議の上で定めた審査規程により行う。

第三章　職掌規程
（運営委員長・審査委員長・審査員団の義務）

第 15条 運営委員長は、運営の全てを統括する。

２ 審査委員長は、審査の全てを統括し、公正な審査運営を義務付け、その責任を負う。

３ 審査員団は、審査委員長を含む 9名により構成され、第一次予選・第二次予選・本選の審査にあたり、参加者の入賞・
入選の選出をする。審査員団は、第一次予選・第二次予選・本選の全出場者の審査を行う。但し、審査員団の一
部については、第二次予選より審査に加わる場合がある。また各審査員は審査権を放棄することはできない。

第四章　表彰
（表彰）

第 16条 表彰に関しては、審査発表時に公表される。
賞金については、第１位５０万円・第２位２０万円・第３位１０万円・入選者２名にそれぞれ５万円を授与する。
本選に出場した者には、審査員署名の賞状を贈呈する。

（付則）

一． 第２回以降の開催に於いて、本コンクールの第１位入賞者は参加できない。

一． 本コンクール及び関連事業において行われる全ての演奏について、出場者が有する著作権・放送権・上映権・録音権・
録画権・出版権・肖像権等の諸権利、頒布・販売に関する諸権利は、全て主催者である日本ファゴット ( バスーン )
協会に帰属する。また出場者は、主催者がこれを利用することについて、異議を申し立てることはできない。

一． 日本ファゴットコンクール及び関連事業において、関係者以外、録音・ヴィデオ撮影・写真撮影を一切禁止する。

一． 本規約に関し、開催・運営・全てに関わる変更がある場合は、運営委員会の了承を得る。

一． この開催要項に関して発生する問題は、日本語の本要項に基づき、かつ日本の法律に準拠して解決される。

一． 外国語翻訳による規約条件に関して疑義が生じた場合は、日本語によるものを正文とする。

一． 開催期間に自然災害（地震・台風等）が発生した場合は、直ちに運営委員会で検討し速やかに対応する。

一． 出場者は、参加申込み手続きの開始をもって、該当回の開催要項に記載された内容に同意したものとする。
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日本ファゴット(バスーン)協会入会のご案内

日本ファゴット ( バスーン ) 協会では随時会員を募集しております。ファゴットを演奏する方や関わる方だけでな
く、ファゴットに興味をお持ちの方、ファゴットが好きな方、ファゴットを応援したい方は、たとえファゴットを所
有されていなくてもどなたでもご入会いただけます。

■個人会員会費（1年間：初回・更新共）

•	 18 才以下：2,000 円
•	 25 才以下：3,000 円
•	 26 才以上：6,000 円

■会員期間は 1 年間です
新規登録 初めて会員登録をする場合の会員期間は、手続き完了より 1年間です。

更 新 会員権を更新する場合は、現在の会員期限から 1年間加算された日が新しい会員期限になります。

■入会方法
入会手続きは日本ファゴット ( バスーン ) 協会ウェブサイトより行ってください。

1. アカウントの作成 日本ファゴット ( バスーン ) 協会ウェブサイトへアクセスし、会員になる方の情報を登録、アカウントを
作成してください。
https://jbs-fg.org/register/

2. 会費納入 1. で作成されたアカウントにて日本ファゴット ( バスーン ) 協会ウェブサイトへログインし、引き続き会
費納入手続きを行ってください。具体的な会費納入手順については次のウェブページをご参照ください。
https://jbs-fg.org/jbs/faq/payment/

3. 入会手続きの完了 当協会にて会費納入を確認の後、入会手続きが完了します。
なお、これに係る所用時間は、通常概ね 48時間以内ですが、場合により最大で 7日間程度のお時間を
要することがあります。予めご了承くださいますようお願いいたします。

https://jbs-fg.org
当協会の活動内容や会員特典など詳しくは当協会Web サイトでご案内しています。
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応援いただいている皆様

助成 特定非営利活動法人	イエロー・エンジェル

認定 公益社団法人企業メセナ協議会

後援 公益財団法人日本音楽教育文化振興会　日本オーボエ協会　日本バソンの会　関西ファゴットの会　
信州まきたばの会　北陸ファゴット協会　長野県ダブルリード協会

ご寄付のお願い

第1回日本ファゴットコンクールは、特定公益増進法人である公益社団法人企業メセナ協議会による「助成認定制度」の認定を受けて
おり、この制度を利用した寄付金については税制上の優遇措置が適用されます。（	詳細は国税庁HPをご覧ください。）
皆様からのご寄付は、一旦企業メセナ協議会へご送金いただき、日本ファゴットコンクール運営委員会は企業メセナ協議会より「助成金」

として受領し、本事業の運営にのみ充当いたします。また、ご寄付に際しては本事業に係る印刷物やWeb サイトなどにお名前（御社名）
を掲載いたします。（匿名も承ります。）

オンラインで
手続きする

ご自身でパソコン等を用いてオンラインにて手続きをする方法です。日本ファゴット ( バスーン ) 協会Web サイ
トよりお申し込みください。詳しくは同サイトの次のページにてご案内いたします。
https://jbs-fg.org/competition/1st-2018/contribute/

郵送で
手続きする

必要書類を取り寄せて手続きをする方法です。次の項目内容をご記載の上、所定の宛先へ FAXまたは郵送にてお
申し込みください。当協会にてお取り次ぎの上、企業メセナ協議会より折り返し必要書類をお送りいたします。
本手続きによるご寄付は、個人の方は一口 1 万円、団体・法人の方は一口 5 万円とさせていただきます。
尚、一般的な直接寄付（税制上の優遇はありません）を希望される場合も、その旨をお書き添えの上、本手続き
方法にてお手続きください。

宛先 日本ファゴット ( バスーン ) 協会事務局
FAX 042-771-6707
郵送 〒 252-0143   相模原市緑区橋本 3-21-2-503

種別 　法人　・　団体　・　個人 　　（いずれかをお選びください）

支援者・団体・法人名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者 　氏
フリガナ

名　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名　　　　　　　　　　　

担当者 　氏
フリガナ

名　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名　　　　　　　　　　　

所在地 　〒　　　　　　　　　　　　　　　都道府県　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先 　TEL:　　　　　　　　　　　　　　FAX:　　　　　　　　　　　　　　　

　メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

掲載名（匿名可） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

寄付口数・振込予定日 　　　　　口　　　2018 年　　月　　日　
※連絡先の FAX およびメールアドレス欄への記入は任意です。
※ご寄付のお申込は 2018 年 9 月 30 日までです。
※プログラム掲載の締め切りは 2018 年 6 月末までのお申込とさせていただきます。

フリガナ

直接寄付を希望される場合は
こちらにチェックしてください□

（2018年 2月 7日現在　順不同）



日本ファゴット ( バスーン ) 協会
Japan	Bassoon	Society

https://jbs-fg.org


